
②男子トッププロが人気番組をジャック！
「ゴルフ真剣勝負 the MATCH 特別編

ジャパンゴルフツアー選手会ダブルス」
「ぎゅっと週刊国内ツアー

2021男子ツアー開幕直前SP」
「稲村亜美のゴルフ情報番組ゴルフスイッチ！

男子ツアー開幕スペシャル」
「ひとりゴルフ 木下稜介」 （P.5～6）
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今月の注目ラインアップ

国内男子ツアー開幕！
東建ホームメイトカップ、中日クラウンズの2大会を

とことん1番ホール生中継！
男子トッププロが人気番組をジャックする！

①男子ツアー2021年シーズン開幕！
とことん1番ホール生中継！

「東建ホームメイトカップ」
「中日クラウンズ」
「練習ラウンド生中継 中日クラウンズ」

（P.2～3）

③MCヒロミの新番組！初回ゲストは木梨憲武
「銀座ゴルフ倶楽部

MCヒロミ×ゲスト木梨憲武」
（P.7）
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三重県の東建多度カントリークラブ・名古屋で行われる2021年の男子ツア
ー開幕戦。春先のコースはまだ芝が伸びていないためグリーン周りが勝負の
カギとなりトッププロの技術が試される。475ヤードと距離がある1Hでは風を
味方にできたものがバーディーを奪うことができるホール。グリーンも大きいため
正確なアイアンショットとアプローチなどが必要となる。2019年は最終日トッ
プから2打差でスタートしたブレンダン・ジョーンズが逆転で7年ぶり2回目の優
勝を挙げ、外国人選手としては歴代2位となる日本男子ツアー15勝目を
飾った。

【大会概要】
■開催日：4/15（木）～4/18（日）
■コース：東建多度カントリークラブ・名古屋（三重県）
■賞金総額：1億3000万円
■2019年優勝：ブレンダン・ジョーンズ

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 4/17（土）午前7：30～10：30
最終日 4/18（日）午前7：30～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）

【国内ツアー】

東建ホームメイトカップ

©JGTO Images
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愛知県の名古屋ゴルフ倶楽部・和合コースで行われる現存する日本最古
の民間トーナメント、中日クラウンズ。伝統のクラウンズを全4日間・計18時
間の生中継で、様々な選手のプレーを“とことん”生中継！金谷多一郎が
ホールに飛び出し臨場感溢れるレポートをお伝えする。1Hは左ドッグレッグ、
打ち下ろしで距離の短いパー４。風向きによっては1オンも可能なホール。テ
ィーショットで左の林越えを狙っていくか、確実にフェアウェイキープでいくのか
各選手によって攻め方が変わる。

【大会概要】
■開催日：4/29（木・祝）～5/2（日）
■コース：名古屋ゴルフ倶楽部・和合コース（愛知県）
■賞金総額：1億2000万円
■2019年優勝：宮本勝昌

≪とことん1番ホール生中継≫
１日目 4/29（木・祝）午前7：00～午後0：00
２日目 4/30（金）午前7：00～午後0：00
３日目 5月放送予定
最終日 5月放送予定
≪ダイジェスト放送≫
１日目 4/29（木・祝）午後10：00～深夜1：00
２日目 4/30（金）午後10：00～深夜1：00
３日目 5月放送予定
最終日 5月放送予定

【国内ツアー】

中日クラウンズ

©JGTO Images.

練習ラウンド生中継 中日クラウンズ

普段の試合では見られない「選手の笑顔」に注目！試合前のプロはどのような表情でどのような練習をしているのか、ゆったり、じっ
くり見ることができる練習ラウンド生中継。指定練習日は、全ての大会で平日に実施されるため、なかなか観戦に行けない。そんな
ゴルフ好きの皆さまに現場に行ったかのような雰囲気を味わっていただく4時間。

≪練習ラウンド生中継≫
前半 4/27（火）午前10：00～午後0：00
後半 4/27（火）午後1：00～3：00
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【国内ツアー】

1960年から続く「中日クラウンズ」。過去には、ジャック・ニクラス、ゲーリー・プレーヤー、セベ・バレステロスを始め、ローリー・マキロイ
、ジャスティン・ローズなど世界のトッププレーヤーも出場している今大会。番組では、今大会のこれまでの歴史を振り返るとともに、
今年の展望を占っていく。

＜放送日時＞
＃１ 4/4（日）午後4：30～4：45
＃２ 4/4（日）午後4：45～5：00

クラウンズへの招待2021

＜放送日時＞
＃１６９ 4/5 （月）午後11：00～11：15
＃１７０ 4/12（月）午後11：00～11：15 
＃１７１ 4/19（月）午後11：00～11：15 
＃１７２ 4/26（月）午後11：00～11：15 

ぎゅっと週刊国内ツアー

4シーズン目となるぎゅっと週刊国内ツアー。新型コロナウイルスの影響で年

をまたいでのシーズンとなる2021年は3月から再開！どこよりも詳しい大会

ハイライトに加え優勝者を含めた選手インタビューも充実。優勝キャディーに

聞いた選手とラウンド中に交わした知られざる会話や恒例の優勝セッティン

グ紹介するWITBなどゴルフファンにとってはうれしい情報もお届け！



ゴルフ真剣勝負 the MATCH 特別編
ジャパンゴルフツアー選手会ダブルス

＜放送日時＞
3/28（日）午後0：00～1：00

ぎゅっと週刊国内ツアー
2021男子ツアー開幕直前ＳＰ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
4/7（水）午後9：00～10：30

2016年4月に放送をスタートし、これまで50組以上のマッチプレーを放送
してきた「ゴルフ真剣勝負 the MATCH」。4月からは国内男子ツアー
2021年シーズンの開幕を前に4名のプロによるダブルスマッチを開催！
ジャパンゴルフツアー選手会から時松隆光、池田勇太、小鯛竜也、石坂
友宏が出場し激突する！

新型コロナウイルスの影響で初めて2020年ー21年の2年に跨いで行わ
れる異例のシーズン。21年の開幕戦となる東建ホームメイトカップを前に
佐藤信人と杉澤伸章がシーズンの見どころや注目選手をキーワードと共に
紹介！

©Getty Images



稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」
男子ツアー開幕スペシャル

ひとりゴルフ
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＜放送日時＞
＃６１ ４/5（月）午後11：30～深夜0：30

“神スイング”でおなじみの稲村亜美がMCを務め、お笑いコンビ・アン
タッチャブルの柴田英嗣とお送りするゴルフ情報番組。ゴルフネットワ
ークのおすすめ番組情報や最新ゴルフニュース、レッスンやゴルフ場の
お得情報など中心に紹介。また、人気ゴルフコーチのレッスン、クラブ
フィッターのギア解説などゴルフファン必見のコーナーもお届けしていく
。運動神経・スタイル抜群でいつでもフルスイングの稲村亜美があな
たのゴルフスイッチをONにする。ゴルフシーズンも本番！ゲストには時
松隆光プロらを迎え、今年の国内男子ツアーを大予測！そして「第
55回ジャパンゴルフフェア2021」に番組カメラが潜入！開催中止を
余儀なくされた前回の分まで、興味深い最新アイテムや話題を会
場からピックアップ！若者や女性ゴルファーの人口増が目に付くといっ
た明るいニュースも聞こえてくる中、時代の変わり目だからこそ誕生し
たモノにも出会えるか？！

＜放送日時＞
木下稜介 4/14（水）午後10：00～11：00

外出自粛が余儀なくされ、過去の試合や自宅でのレッスン動画など
でゴルフを楽しんでいる多くのゴルフファンに、芝が緑になったこの時期
のゴルフ場の爽快な映像で気持ちを癒してもらおう！そんなコンセプ
トを持った番組。ゴルフの楽しさ、奥深い面白さを伝え、ドローンカメラ
で撮影することでゴルフ場の景色、コースの特徴も紹介しながらひとり
のゴルファーの9ホールのラウンドを紹介する60分。

【オリジナル番組】

©Getty Images



銀座ゴルフ倶楽部
presented by テーラーメイド
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＜放送日時＞
MCヒロミ×ゲスト木梨憲武 4/24（土）午後11：00～深夜0：00

テーラーメイド銀座を舞台にヒロミが鷲見玲奈と共に毎月豪華ゲストを迎
えお届けする大人のゴルフトーク番組。MCヒロミのこだわりは趣味の域を
超える。リフォーム、レーシングカーと様々なことにハマってきたヒロミにとって、
ゴルフもその一つ。芸能界にゴルフ友達が多いヒロミが、ゴルフから広がる、
趣味、仕事、人生のことを自由にトークする。記念すべき第1回のゲストは
とんねるずの木梨憲武。音楽活動や創作活動などマルチに活躍中。木梨
の日常のラウンドを取材したVTRを見ながら、ゴルフだからこそ垣間見える
素顔と魅力をヒロミが引き出す。プライベートでも親交の深い2人からどんな
トークが飛び出すのかお楽しみに。

【オリジナル番組】



ヤマハレディースオープン葛城
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【国内ツアー】

86回目を迎える日本最古のオープントーナメント、関西オープンゴルフ選手権競技。昨年は新型コロナウイルスの影響で大会中
止となったが、今年は兵庫県の有馬ロイヤルゴルフクラブで行われる。1926年の第1回大会開催以来、石川遼をはじめ、藤田
寛之や今平周吾、時松隆光など実力者たちが優勝カップを手にしている。

【大会概要】
■開催日：4/22（木）～4/25（日）
■コース：有馬ロイヤルゴルフクラブ（兵庫県）
■賞金総額：6000万円
■2019年優勝：大槻智春

≪ダイジェスト放送≫
３日目 4/25（日）午後8：30～10：00
最終日 4/26（月）午後11：15～深夜0：45

関西オープンゴルフ選手権競技

2020年は新型コロナウイルスの影響により、多くの大会が中止
となり、2年ぶりの開催となる本大会。2019年は最終日トップか
ら4打差でスタートした成田美寿々が6バーディ、1ボギーの「67」
をマーク。連覇を狙っていたアン・ソンジュとの激しい優勝争いを
繰り広げ、猛チャージによる逆転優勝を果たした。

【大会概要】
■開催日：4/1（木）～4/4（日）
■コース：葛城ゴルフ倶楽部山名コース（静岡県）
■賞金総額：1億円
■2019年優勝：成田美寿々

≪ダイジェスト放送≫
３日目 4/4（日）午後7：00～10：00
最終日 4/5（月）午後5：00～8：00

©Getty Images
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【国内ツアー】

神奈川県、箱根カントリー倶楽部で行われる国内シニアツアー第2戦。昨年は新型コロナウイルスの影響で延期となり、チャリティ
大会が行われた。2019年大会は秋葉真一が第1回に続き2度目の優勝を飾った。

【大会概要】
■開催日：4/15（木）～4/16（金）
■コース：箱根カントリー倶楽部（神奈川県）
■賞金総額：-円
■2019年優勝：秋葉真一

≪ダイジェスト放送≫
１日目 4/17（土）午後5：00～7：00
最終日 4/17（土）午後7：00～9：00

ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
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バレロテキサスオープン

【大会概要】
■開催日：4/1（木）～4/4（日）
■場所：TPCサンアントニオ（テキサス州）
■賞金総額：770万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■2020年優勝：大会中止

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 4/2（金）午前5：00～8：00
２日目 4/3（土）午前5：00～8：00
３日目 4/3（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 4/4（日）深夜2：00～翌午前7：15 
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで、 [最終日]午前10：30まで）

スケジュール改定に伴い2013年以来のマスターズ前週開催となる大会。昨
年も4月開催予定だったが新型コロナウイルス感染拡大に伴い、大会中止と
なった。舞台はテキサス州TPCサンアントニオのAT&Tオークスコース。マスター
ズに向けての最終調整の場となる。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 4/16（金）午前4：00～7：00
２日目 4/17（土）午前4：00～7：00
３日目 4/17（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 4/18（日）深夜2：00～翌午前7：15 
（※最大延長 [３日目]午前7：30まで、 [最終日]午前9：30まで）

RBCヘリテイジ

【大会概要】
■開催日：4/15（木）～4/18（日）
■場所： ハーバータウンゴルフリンクス（サウスカロライナ州）
■賞金総額：710万ドル（優勝賞金：127.8万ドル）
■2020年優勝：ウェブ・シンプソン（米国）

50年以上スケジュールが変わらない大会だったが、昨年は大会延期が発表さ
れ、6月の開催となった。例年マスターズ翌週に開催される。舞台は変わらずサ
ウスカロライナ州ヒルトンヘッドのハーバータウンゴルフリンクス。第1回優勝者は
、かのアーノルド・パーマー。優勝者にはスコティシュタータン協会公認の「ヘリテ
イジプレイド」と呼ばれるタータンジャケットが贈られる。2018年には小平智が
日本人5人目のツアー優勝を飾った。昨シーズンは松山英樹がツアー復帰戦
として6年ぶりに出場したが予選落ちとなった。

【PGAツアー】

©Getty Images
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チューリッヒクラシック・オブ・ニューオーリンズ

【大会概要】
■開催日：4/22（木）～4/25（日）
■場所：TPCルイジアナ（ルイジアナ州）
■賞金総額：740万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■2020年優勝：大会中止

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 4/23（金）午前4：30～7：30
２日目 4/24（土）午前4：30～7：30
３日目 4/24（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 4/25（日）深夜2：00～翌午前7：15 
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで、 [最終日]午前10：30まで）

ツアー唯一のチーム戦での大会。音楽の都として知られるニューオリンズ、TPC
ルイジアナで開催される。大会は初日と3日目にフォアサム、2日目と最終日に
フォアボールで争われる。大会自体は1938年から開催されているが、マスター
ズ直後とあってトッププロの出場が少なかった為、新たな施策としてプレー方式
を変更した大会でもある。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 4/29（木・祝）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 4/30（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 5月放送予定
最終日 5月放送予定

バルスパーチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：4/29（木・祝）～5/2（日）
■場所： イニスブルックリゾート（フロリダ州）
■賞金総額：690万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■2020年優勝：大会中止

塗装メーカー・バルスパー社が主催して5年目を迎える大会。フロリダ州のイニ
スブルックリゾート、カッパーヘッドコースで開催される。平らなフィールドが多いフ
ロリダ州で、起伏したフェアウェイを持ち、なだらかに傾斜している珍しいコース。
注目は16Hからの3ホール、通称「スネークピット」。クエイルホローやオーガスタ
と並んでツアー屈指の難所とされている。飛距離よりも正確なショット精度が要
求される。

【PGAツアー】



12

【PGAツアー】

PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～

【放送日】
※放送する大会はゴルフネットワークホームページよりご確認下さい。

世界最高峰の舞台PGAツアーに挑む松山英樹。ゴルフネットワークでは出場試合に独自カメラを導入、その日のプレーハイライ
トを速報でお届けします。

チャブクラシック

フロリダ州のティブロンゴルフクラブで行われる。「ホワイトシャーク」と呼ばれたグレッグ・ノーマンの設計で全長7382ヤードのパー72
のコース。“ティブロン”はスペイン語でサメを意味する。昨年大会はスコット・パレルがツアー3勝目をマークした。

【大会概要】
■開催日：4/16(金）～4/18（日）
■場所：ティブロンゴルフクラブ （フロリダ州）
■賞金総額：160万ドル（優勝賞金：24万ドル）
■2020年優勝：スコット・パレル（米国）

＜放送日時＞
１日目 4/20（火）午後7：00～9：00
２日目 4/21（水）午後7：00～9：00
最終日 4/22（木）午後7：00～9：00 



ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～ドライバーをサルベージ(5)～クラブの特性まるわかり芸能界No１テスターは誰だ!?
4/2（金）午後11：00～ 深夜0：00

ゴルフネットワークが独自の切り口でお届けするギア番組。本業の
漫才並みにゴルフに取り組む2014THE MANZAI優勝者「博
多華丸・大吉」の博多華丸、“QPプロ”ことティーチングプロの関雅
史とカリスマクラブフィッターである鹿又芳典の3人が毎月ゴルフギア
のアレコレを面白おかしく、ときに真剣に取り上げる。

TEAM SERIZAWA バトルロイヤル

＜放送日時＞
＃３９９ 4/13（火）午後10：00～10：30
＃４００ 4/27（火）午後10：00～10：30

2004年にスタートしたゴルフネットワークを代表する長寿番組。芹
澤信雄を中心に藤田寛之、宮本勝昌、上井邦弘、西山ゆかりらト
ッププロと若手有望プロを擁するチームセリザワのモットーは、「ゴルフ
は楽しく真剣に！」。そんなチームセリザワメンバーが月替わりで登場
！プロの技やコースマネージメントを紹介するだけでなく、真剣なプレ
ーあり、軽快なトークありと見所満載。今月は、3月から開催されて
いる毎年恒例のTEAM SERIZAWAバトルロイヤル！10名でスタ
ートし、1ホール毎にスコアの悪い選手が脱落していくゲーム方式。今
年のTEAM SERIZAWA No.1は誰だ！？



ゴルフ６
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１２ 4/20（火）午後10：00～10：30

6ホール勝負のマッチプレー「ゴルフ6」。タケ小山が挑戦状をたたきつ
けてきた腕に自信のあるゴルファーを迎え撃つ。今回の対戦者は、元
プロ野球選手の和田一浩。男性から黒星を付けられたことの無いタ
ケ小山に和田が一矢報いるか。

GOLF LINK
～ゴルフと新ビジネスの常識～

＜放送日時＞
＃１ 4/13（火）午後10：30～11：00
＃２ 4/27（火）午後10：30～11：00

コロナ禍を機に人々の生活や価値観、ビジネスの仕組みが大きく変わる中、これからの国内経済界を担う方を毎回ゲストアマとし
て招くゴルフ番組がスタート。ビジネスマンの働き方が見直される中で、ゴルフやリゾートを楽しむライフスタイル、そして資産運用など
、ラウンドと共に“人生100年時代を生きる提案”をお届けする。



スター☆ゴルフマッチⅡ

あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１５８ 4/4（日）午後10：00～10：15 ＃１５９ 4/11（日）午後10：00～10：15 
＃１６０ 4/18（日）午後10：00～10：15 ＃１６１ 4/25（日）午後10：00～10：15

プロゴルファーの大和笑莉奈、高橋恵、小楠梨沙、アマチュアの萩原菜
乃花、加藤みなみがあすゴル！ゴルフ部に入部！ツアー優勝を目指す
現役プロゴルファー、プロテスト合格を目指すレッスンプロ、トップアマへの
道を歩むゴルファーなど、それぞれが抱く大志を胸に、部員それぞれが設
定する目標達成に向け、ツアープロコーチの内藤雄士がサポート。各部
員のスイングの特徴やプレースタイルなどを考慮して、必要なスキルを指
導する。毎週日曜はこれを見れば上達間違いなし。

＜放送日時＞
＃８３ 4/6（火）午後9：30～10：00
＃８４ 4/20（火）午後9：30～10：00

芸能界やスポーツ界のゴルフ好き同士がペアを組んで真剣勝負を繰り広
げる「スター☆ゴルフマッチ」。この番組では、ティーショットからパッティングま
で、普段テレビドラマやトーク番組では見ることのできない「生」の姿を余す
ところなくお届けする。



ゴルフ★パラダイス

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる
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【オリジナル番組】

国内女子ツアーNo.１の飛ばし屋・葭葉ルミとロサンゼルス五輪
の男子体操金メダリスト・森末慎二のゴルフ番組。葭葉ならでは
の「飛ばしを極める」メソッドを紹介するなど、ゴルフレッスンからくす
っと笑えるゴルフバラエティ番組。一緒にゴルフを楽しく考えて行き
ましょう！！

＜放送日時＞
＃３６ 4/6（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃６１ 4/7（水）午後11：00～11：30 ＃６２ 4/14（水）午後11：00～11：30
＃６３ 4/21（水）午後11：00～11：30 ＃６４ 4/28（水）午後11：00～11：30

4月から30分に拡大し毎週水曜日放送！
ゴルフ界の元祖アイドル・松澤知加子による本格レッスン。アベレージ
ゴルファーと初心者の二人が上達を目指します。ゴルフが今より上手く
なってもっと楽しめるようになるためにはどうすればいいの？？「島根ゴ
ルフ倶楽部」「クラシック島根カントリークラブ」の2コースを舞台に、ゴル
フの楽しみ方を追求していきましょう！



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会

牧野裕のEnjoy Golf
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
4/6（火）午後11：00～11：30        4/13（火）午後11：00～11：30 
4/20（火）午後11：00～11：30 4/27（火）午後11：00～11：30

国内ツアー4勝の牧野裕が、初心者から上級者まで年齢性別を問
わず幅広い方に、ワンポイントレッスンやホール戦略のアドバイスなどを
分かりやすく紹介する楽しみながらゴルフを学べる番組。

＜放送日時＞
＃２５ 4/6（火）午後11：30～11：45 ＃２６ 4/13（火）午後11：30～11：45
＃２７ 4/20（火）午後11：30～11：45 ＃２８ 4/27（火）午後11：30～11：45

プロゴルファー、藤田光里による丁寧なレッスンや解説盛りだくさんにお
送りする新番組。状況別のマネジメントや、その時に使うべき技術の
選択など、スコアメイクに必要不可欠なゴルフのポイントやツボを伝授
する。すべてのプレーヤーに役立つ内容がぎっしりと詰まった、ゴルフ偏
差値を高めるための番組。あらゆる状況別においての、現役プロゴルフ
ァーとアマチュアゴルファーの考え方の違いを導き出す。



橋本マナミのLeader`s GOLF
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１２６ 4/6（火）深夜0：00～0：30 ＃１２７ 4/13（火）深夜0：00～0：30
＃１２８ 4/20（火）深夜0：00～0：30 ＃１２９ 4/27（火）深夜0：00～0：30

女優の橋本マナミが進行役を務め、各界のリーダー達、そして一流プロと
のトークやラウンドを通じて、「成功者達に共通しているものは何か？」を
模索していく番組。この番組では、企業の代表者やアスリート、アーティ
ストなど各界のリーダーを毎回ゲストに迎えて、実力派プロゴルファーとベ
ストスコア方式で対戦する。ゴルフの持つゲーム性の高さや、戦いの駆け
引きによって垣間見えるリーダーたちの意外な性格や人間性とは！？

※本資料で使用している写真、チャンネルロゴのデータが必要な方は、下記担当者までご連絡ください。

報道関係の方
ジュピターゴルフネットワーク株式会社
編成部/マーケティング企画部 PR担当
TEL： 03-5500-5102
FAX： 03-5500-3406

一般の方
ゴルフネットワークカスタマーセンター
ＴＥＬ：0120-562-034

http：//www.golfnetwork.co.jp

http://www.golfnetwork.co.jp/

